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野原ホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野原弘輔)は、「GOOD DESIGN 

STORE TOKYO by NOHARA」にて、2021年 10 月 23 日(土)～同年 11 月 8 日(月)まで西武池袋本店（7

階）にポップアップストアを初出店いたします。 

弊店の今期第三弾となるポップアップストアは、西武池袋本店にて 2013 年から続いている 50

代からの「自分らしく豊かに生きる暮らし方」を提案する『くらしのデザイン展』（第 9 回） i

に同会期にて、併設します。 

お客さまは、『くらしのデザイン展』に展示されている 1950 年代から現在までの日本の生活

デザイン史を彩る歴代のグッドデザイン受賞品 100 点以上、最新の「グッドデザインアワ

ード 2021」受賞品 40 点をすぐにその場で購入できます。 

  

 

出店場所  西武池袋本店 7 階ii 

住所  〒171－8569 東京都豊島区南池袋 1－28－1  

期間  2021 年 10 月 23 日(土)～11 月 8 日(月) 

営業時間  11:00～20:00 

主な取扱い品  

・長く伝わる伝統を感じる歴代のグッドデザイン賞受賞品 100点以上 

・2021 年度グッドデザイン賞受賞品 約 40点 

学校やお仕事で使って楽しくなる文具、寒い季節に身に纏いたくなる服飾品など、久

しぶりの外出が普段より楽しくなるようなアイテムをご用意しております。 

※営業時間は変更になる場合もございますので、詳しくは西武池袋本店公式ホームページでご確認ください。 

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 

【2021 年ポップアップストア第三弾】 

西武池袋に期間限定初出店（2021 年 10 月 23 日～11月 8日） 

～歴代 100 点以上、最新受賞アイテム 40点の新旧比較でデザインを楽しむ～ 
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ポップアップストア（西武池袋本店）の楽しみ方を紹介 

店内では、日本の生活デザイン史を彩る歴代のグッドデザイン受賞品 100点以上、最新の「グッドデザイン

アワード 2021」受賞品 40 点を販売しています。新旧のグッドデザインを比較しながら、暮らしを豊かにし

てくれそうなアイテムとの出会いをお楽しみください。 

●イベントブース/7階（中央 A6・7）＝インテリアフロア 特設会場 

実は、店内と『くらしのデザイン展』に共通する木製テーブル（KOBO TABLE）は、2021年度のグッドデザ

イン・ロングライフデザイン賞を受賞した株式会社石巻工房（宮城県）製です。シンプルで頑丈、機能的な

ことに加えて、素朴でどこか愛らしいデザインが特長です。 

■GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA  ■西武池袋本店にて 2013 年から続いている催事 

   

■GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA（池袋西武）では、選りすぐりのインテリアやキッチン雑貨が揃う 

 

●おすすめアイテムのご紹介  

<2021 年度グッドデザイン賞受賞品> 

商品名：ポケットスクエア デリバッグ 

販売価格：990 円(税込) 

お買い物バッグの悩みは何かと模索

し、お弁当と飲み物を分けて収納出来

るようなバッグを開発しました。 

 

商品名：RIKI RING CLOCK  

販売価格：22,000 円(税込) 

シンプルで奇を衒わず、見やすさを第

一に時計の基本に忠実ながらオリジナ

ル性の高いデザイン掛け時計。 

 

商品名：空気清浄機 Anqu 

販売価格：55,000 円(税込) 

小型でありながら 15畳の空間のウィル

スや菌を不活性化し、除菌・消臭でき

る。 



 

【GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAに関する問い合わせ先】 

グッドデザインカンパニー 布施(ﾌｾ) TEL： 070-7539-2582 

<歴代のグッドデザイン賞受賞 人気アイテム> 

商品名：カジュアル管楽器 Venova 

販売価格：11,000 円(税込) 

初心者でもリコーダーの要領で、サク

ソフォンの様な本格的な吹き心地 と

表現力を楽しめる新しい管楽器。 

＊2017 年度グッドデザイン大賞 

商品名：鯖江みみかき 

販売価格：4,290 円(税込) 

緻密で高い製造技術を応用し、伝統あ

るメガネの加工技術を駆使、メガネ素

材の加工メーカーにて職人の手で 1 点

ずつ作られています。 

＊2013 年度グッドデザイン賞 

商品名：スリッパ Rooms 

販売価格：2,970 円(税込) 

歩きやすさのため、外履きの靴の製造

方法を取り入れた新しいスリッパ。先

を床から上げる構造により、転倒の予

防や指先を衝撃から守る二つの機能を

持ちあわせた。 

＊2016 年度グッドデザイン賞 

 

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA について 

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは、海外ではすでに展開されていた「GOOD DESIGN STORE」(グッドデ

ザイン賞受賞商品のみを販売するデザインショップ)の国内初の店舗です。“デザインのちからによって人々

の暮らしや社会がより豊かになるように”との想いから、野原ホールディングスの新規事業としてスタート

しました。 

コンセプトは、良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。グッドデザイ

ン賞が考える｢よいデザイン｣に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。丸の内店は約 2,000点、 

オンラインストアは約 1,500 点の歴代のグッドデザイン賞を受賞したアイテムが一堂に会します。 

■2017 年 4月  GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店オープン 

■2020 年 10月  GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 公式オンラインストアオープン 

(https://gds.tokyo/) 

ＫＩＴＴＥ 丸の内店 

 

公式オンラインストア https://gds.tokyo/ 

 

 

●国内初の実店舗では期間限定の催事を開催 

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店（実店舗）では、お仕事やご友人への幅広いギフト商品やシ

ーズンに合わせたアイテムをご紹介しております。季節に合わせた催事も、お客様に「デザイン」をお楽し

みいただける機会となっています。 

【現在の期間限定催事】https://gds.tokyo/blogs/news/new2021-event-211021  

●オンラインストアで、どこにいてもグッドデザインを身近に 

オンラインストアでは、カテゴリ別アイテムランキングや丸の内店の期間限定催事の取扱商品の販売を実施

https://gds.tokyo/
https://gds.tokyo/blogs/news/new2021-event-211021
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しています。全国のお客様が、約 60年の歴史があるグッドデザイン賞の今と昔を楽しみ、実際にお買い求め

いただける場所となっております。 

 

野原ホールディングス株式会社について 

野原ホールディングスを中心とする野原グループは、建設業界を中心に建材や鉄鋼関連、セメントなどの資

材販売、道路交通標識などの販売・施工を通して事業を拡大してまいりました。 

私たちは、2020年 8月より掲げる新ミッション「CHANGE THE GAME. 

クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のもと、こ

れまで培ってきた知見をさらに磨き、未来につなげていくことで、より一層社

会に貢献して参ります。 

（https://nohara-inc.co.jp） 

 

グッドデザイン賞について 

日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞は、1957 年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評

価・推奨の仕組みです。 

1957年に通商産業省（現経済産業省）によって創設された「グッドデザイン商品選定制度（通称Ｇマーク制

度）」を母体とし、以来 60年以上にわたり実施され、その歴史は日本の産業

やデザインのマイルストーンとも言えます。 

2014年より日本デザインのプロモーションの観点から、受賞商品を PRする

拠点「GOOD DESIGN STORE」を展開、2015年からは東京・有楽町に「GOOD DESIGN 

Marunouchi」を開設し、展示とイベントを通じて最新のデザインを提示する

活動を行っています。 

(http://www.g-mark.org) 

 

 

お問い合わせ先 

 

【GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 
に関するお客さまからの問合せ先】 

野原ホールディングス株式会社 

グッドデザインカンパニー 

担当：布施(ﾌｾ) 

携帯：070-7539-2582 

e-mail：info@gds.tokyo  

【本リリースに関する報道関係者からの問合せ先】 

野原ホールディングス株式会社 

社長室  

担当：齋藤、青木 

電話：03-6328-1576 

 

 
 

i「くらしのデザイン展2021」の詳細は、西武池袋本店の発表内容をご覧ください。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000988.000031382.html 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1561279.html?cateid=121  

ii 西武池袋本店の７階のフロアガイドは以下をご覧ください。 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000988.000031382.html
https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1561279.html?cateid=121
https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/

